
本日のおすすめ本日のおすすめ
☆☆

→反対面におすすめにぎりメニューあります

Fish in season! Don’ t miss it!
Today's recommended dish!

Fish in season! Don’ t miss it!
Today's recommended dish!

いちおしの逸品達 !!いちおしの逸品達 !!

◎◎駿河湾産生しらす刺身駿河湾産生しらす刺身
Fresh whitebait sashimiFresh whitebait sashimi
富士山からの雪解け水と日本一深い駿河湾の豊富な富士山からの雪解け水と日本一深い駿河湾の豊富な
栄養で育まれた『生しらす』をお刺身でどうぞ !栄養で育まれた『生しらす』をお刺身でどうぞ !

◎◎兵庫県室津産岩牡蠣兵庫県室津産岩牡蠣

1,2801,2801,280 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎和歌山産自家製鮎の一夜干し和歌山産自家製鮎の一夜干し
Sweetfish salted and dried overnightSweetfish salted and dried overnight

880880880 ( 税込 )( 税込 )円
鮮度抜群の鮎をお店で丹念に一夜干しに !鮮度抜群の鮎をお店で丹念に一夜干しに !
頭から尻尾までまるごとイケちゃいます♪頭から尻尾までまるごとイケちゃいます♪

◎◎北海道産焼き北寄貝北海道産焼き北寄貝
Grilled surf clamGrilled surf clam
北海道から仕入れた北寄貝を網焼きに !北海道から仕入れた北寄貝を網焼きに !
風味豊かに焼き上げました !!風味豊かに焼き上げました !!

◎◎国産もろきゅう～青唐味噌添え～国産もろきゅう～青唐味噌添え～
Fresh whitebait sashimiFresh whitebait sashimi
若いきゅうりを使ったさっぱりとした逸品 !若いきゅうりを使ったさっぱりとした逸品 !
特製青唐味噌でやみつきに♪特製青唐味噌でやみつきに♪

880880880 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎千葉産真鯒 ( まごち ) 薄造り千葉産真鯒 ( まごち ) 薄造り
Flathead sashimiFlathead sashimi
古くから高級白身魚として知られる古くから高級白身魚として知られる
上品なその身を薄造りに !上品なその身を薄造りに ! 980980980 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎旬の刺身盛り合わせ 4種旬の刺身盛り合わせ 4種
Special assorted sashimiSpecial assorted sashimi
今が旬のお刺身を盛り合わせました !今が旬のお刺身を盛り合わせました !
一人前～から承ります♪一人前～から承ります♪ 1,2801,2801,280 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎長崎五島産藁焼きいさき刺身長崎五島産藁焼きいさき刺身
Straw grilled grunt sashimiStraw grilled grunt sashimi
今が旬のいさきを藁焼きに !今が旬のいさきを藁焼きに !
旨味と藁の香りのハーモニーを是非 !!旨味と藁の香りのハーモニーを是非 !! 980980980 ( 税込 )( 税込 )円

780780780 ( 税込 )( 税込 )円980980980 ( 税込 )( 税込 )円

Rock oystersRock oysters
夏場でしか出会えない天然岩牡蠣を夏場でしか出会えない天然岩牡蠣を
是非ご堪能あれ !是非ご堪能あれ !

超おすすめ♪

超おすすめ♪鮮度抜群 !
鮮度抜群 !

お客様還元 ! 今だけ価格 !!300 円 OFF!!!お客様還元 ! 今だけ価格 !!300 円 OFF!!!

◎◎北海道産真いわし梅紫蘇揚げ北海道産真いわし梅紫蘇揚げ
Deep-fried sardine plum shiso rollDeep-fried sardine plum shiso roll
脂のり抜群のいわしを相性間違い無し ! の脂のり抜群のいわしを相性間違い無し ! の
梅紫蘇で巻き揚げました !!梅紫蘇で巻き揚げました !!

◎◎白いかと国産アスパラのバター炒め白いかと国産アスパラのバター炒め
Stir-fried squid and asparagus with butterStir-fried squid and asparagus with butter
火入れすると別格の旨さになるゲソ、エンペラと火入れすると別格の旨さになるゲソ、エンペラと
旬の国産アスパラでバター炒めに !旬の国産アスパラでバター炒めに ! 880880880 ( 税込 )( 税込 )円680680680 ( 税込 )( 税込 )円

780780780 ( 税込 )( 税込 )円



本日のおすすめ本日のおすすめ →反対面におすすめ逸品メニューあります

☆☆旬の握り達 !!旬の握り達 !!
Fish in season! Don’ t miss it!

Today's recommended dish!
Fish in season! Don’ t miss it!

Today's recommended dish!

◎◎北海道産炙り酢締め真いわし北海道産炙り酢締め真いわし
Roasted sardineRoasted sardine
軽く酢締めした真いわしを炙って軽く酢締めした真いわしを炙って
芳醇に仕上げました !芳醇に仕上げました !

◎◎駿河湾産生しらす軍艦駿河湾産生しらす軍艦
Fresh whitebaitFresh whitebait
日本一の山と湾に育まれた『生しらす』を日本一の山と湾に育まれた『生しらす』を
軍艦でもお召し上がり下さいませ !軍艦でもお召し上がり下さいませ !

798798798 ( 税込 )( 税込 )円

獲れたての濃厚な甘みと極上の味わいを獲れたての濃厚な甘みと極上の味わいを
シンプルに握りで ! 唸るほど美味いですよ♪シンプルに握りで ! 唸るほど美味いですよ♪

◎◎北海道産塩水うに北海道産塩水うに
Special sea urchinSpecial sea urchin

超おすすめ♪

超おすすめ♪鮮度抜群 !
鮮度抜群 !

これぞ職人技 ! 新鮮な平貝を昆布締めにしこれぞ職人技 ! 新鮮な平貝を昆布締めにし
磯辺焼きに仕上げた一貫です !磯辺焼きに仕上げた一貫です !

348348348 ( 税込 )( 税込 )円
◎◎北海道産北寄貝北海道産北寄貝

Surf clamSurf clam
サッと湯引きし、裏返しで握る事で北寄貝のサッと湯引きし、裏返しで握る事で北寄貝の
旨味と甘味がより引き立ち、口の中に広がります♪旨味と甘味がより引き立ち、口の中に広がります♪

398398398 ( 税込 )( 税込 )円

218218218 ( 税込 )( 税込 )円 ◎◎千葉産煮はまぐり千葉産煮はまぐり

Roasted sardineRoasted sardine

218218218 ( 税込 )( 税込 )円

Boiled clamBoiled clam
肉厚で立派なはまぐりを職人技で丹精込めて仕上げました !肉厚で立派なはまぐりを職人技で丹精込めて仕上げました !
寿司通も納得の至高の一貫 !!寿司通も納得の至高の一貫 !!

598598598 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎長崎産白いか長崎産白いか
SquidSquid
この時期のいかは絶対コレ ! つるっしこっな食感とこの時期のいかは絶対コレ ! つるっしこっな食感と
さっぱりとした甘味が堪りません !!さっぱりとした甘味が堪りません !!

298298298 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎千葉産真鯒 ( まごち )千葉産真鯒 ( まごち )
FlatheadFlathead
クセが無くさっぱりとしていながらほんのり甘い・・・クセが無くさっぱりとしていながらほんのり甘い・・・
藻塩と酢橘が良く合います♪藻塩と酢橘が良く合います♪

◎◎長崎五島産藁焼きいさき長崎五島産藁焼きいさき
Straw grilled gruntStraw grilled grunt
藁焼きにする事で旨味をギュッと凝縮 !藁焼きにする事で旨味をギュッと凝縮 !
シャリとのバランスが絶妙です !!シャリとのバランスが絶妙です !! 248248248 ( 税込 )( 税込 )円

298298298 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎平貝昆布締め磯辺焼き仕上げ平貝昆布締め磯辺焼き仕上げ
Mellow razor clamMellow razor clam

◎◎銚子産金目鯛～湯霜仕立て～銚子産金目鯛～湯霜仕立て～
Red breamRed bream
鮮度、脂のり共に群を抜いている鮮度、脂のり共に群を抜いている
最高峰の金目鯛『銚子釣り金目』!!最高峰の金目鯛『銚子釣り金目』!!

438438438 ( 税込 )( 税込 )円


